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　今年、フラワー長井線が生誕100周年、天元台高原が開業50周年を迎えました。普段、何気な
く見ている風景も、歴史を重ね、私たちの暮らしを支えてきてくれました。今回は、それぞれの
歴史などにも触れながら、特集したいと思います。

　山形鉄道フラワー長井線が今年10月で100
周年を迎えました。1913年（大正2年）に赤湯・
梨郷間が長井軽便線として開業、翌年には長
井まで延伸開業しています。
　 現 在 の 赤 湯 駅 か ら 白 鷹 町 荒 砥 駅（ 全 長
30.5km）までは1923年（大正12年）に全通し
ました。昭和62年の国鉄民営化により、山形
鉄道フラワー長井線として新たに開業し親し
まれています。新たな駅も新設されて、今で
は17の駅があり、通勤通学や生活の重要な交
通手段となっています。
　2004年には女子高校生達がビッグバンド
ジャズに目覚め、音楽の楽しさや友情を描い
てヒットした映画「スウィングガールズ」のロ
ケ地として全国的に有名になったことは記憶

に新しい事と思います。
　そんなフラワー長井線が10月19日に宮内
駅・長井駅・荒砥駅の３会場で「赤湯・梨郷間
開通100周年記念式典」が開催されました。各
会場による趣向を凝らした盛り沢山のイベン
トが行われ、この日は乗車料金が片道100円
と格安にて乗車できる大サービスでした。各
駅前会場では大勢の人達で賑わい、宮内駅の
うさぎのもっちぃ駅長も元気にお出迎えして
くれました。
　最近は列車の旅ブームで、全国の各路線で
は列車の旅企画が相次
ぎ、その良さが見直さ
れています。
　便利な車の移動もい
いですが、たまにはロー
カル線でのプチ旅行も
車と違ったワクワク感
が味わえるかもしれま
せん。

特集
Anniversary

＊  ＊  ＊  ＊

（参考・引用：Wikipedia）
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フラワー長井線
赤湯・梨郷間が開通して100年が経ちました

時代とともに、皆様とともに。
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　今の天元台一帯
の開発が昭和40
年代頃に進められ
てから50年にな
りました。
　その50周年感
謝祭の一環として、
天元台高原「天元
台市民感謝デー」
の 催 し が 、9 月
21・22・23日の

３日間にわたり天元台周辺で行われました。
　当日のロープウェイや全リフトが半額で使
用できたり、天元台市民感謝デーのチラシに
ロープウェイ往復無料券が付いたりと、この
お得感には大感謝でした。
　９月下旬とはいえ残暑が厳しかったのです
が、標高1,350mの天元台には高原の爽やかな
風が吹いていました。
　イベントも盛り沢山で、おおごえ大会やト
レッキングツアー、親子宝探し、商品付きの
花火大会など…親子で楽しむ沢山の企画があ
りました。

　今年で４回目を数える「虫の絵展」。全国か
ら応募頂いた全作品を展示しております。
　また、よねざわ昆虫館の10周年を記念して、
10年分のポスターと原画を展示中です。

　毎年違うタッチで描か
れた作品をぜひご覧くだ
さい。

～11.4 川西ダリヤ園切り花収穫デー
11.2～4 いいでめざみ祭2013収穫祭第３弾
11.3 たかはた秋まつり

めろめろぱんちRound8
11.10 おぐに鍋まつり
～11.10 南陽の菊まつり
11.17 秋の収穫感謝祭ファーマーズinなんよう
11.19 小野川甲子大黒天例祭
11月下旬～ 南陽 光のイルミネーション
12.4 千眼寺 保呂羽堂の年越祭
変更になる場合もあります。ぜひチェックしてみてくださいね★

　テント内には、定番のいも煮・米沢牛串焼
き・玉こんにゃくのほか、ピザやソーセージ
などもあり、遊んだあとの空腹を満たしてく
れました。また、当日はスペシャルゲストと
して「おせんちゃん」と「けーじろー」が遊
びに来ていて、大人も子供も大喜び！歓声が
高い秋空に届いていました。
　これからの季節、吾妻山に白馬の騎士が姿
を現すと本格的な冬がやってきます。天元台
も雪景色となり、スキーシーズンの到来です！

ちょっと11・12月の よりみち
置賜イベント情報

よねざわ昆虫館

期間

虫の絵展2013＆
ポスター原画展

50th
Anniversary

天元台高原
天元台高原が開業して50年が経ちました

2013.10.12土▶11.30土

N

至市街地

●ニトリ

121

●小野川
　　温泉
●小野川
　　温泉

三沢東部小
●

三沢東部小
●

よねざわ昆虫館

至
喜
多
方

★

よねざわ昆虫館
住　　所：米沢市簗沢1776－1
（三沢コミュニティセンター内）
営業時間：9時～17時
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　置賜地方は、美味しいものの宝庫！そんな置賜の地で営業しておられるお店を訪ねてき
ました。今回は、「居酒屋道場壱歩」さん・「とんとんラーメンHONTEN」さんです。

　共立ビル近くのファーストビル２Ｆで営業
している居酒屋道場壱歩さん。
　デザイン書道をしている店長さんが一人で
経営しており、お店のメニュー表など全て手
作り。アットホームな雰囲気が売りの居酒屋
さんです。今年３月にオープンしたばかりの
お店ですよ。お酒が好きな方、おいしいお料
理を食べたい方、ぜひ一度足を運んでみては
いかがでしょうか？

　今年５月、国道13号線沿いにオープン。お
店の特徴として、ラーメンを入れる器がステ
ンレス製であること。持ったときに熱くなく、
またスープが冷めにくく真空二重構造になっ
ていて、最後までおいしく召し上がっていた
だきたいという店長さんの気持ちが伝わって
きます。駐車場も20台分、座敷も完備されて
いますので、団体様やご家族連れの方もゆっ
たりと食事をすることができます。

今日も 最幸 の 接客 をします!! 県内のラーメン店 初！ステンレス丼を使用

お店のモットー お店のモットー
楽しい時間をつくる!! 明るく元気にあいさつ!!

居
い ざ か や ど う じ ょ う

酒屋道場 壱
い っ ぽ

歩 とんとんラーメン H
ほ ん て ん

ONTEN

名 称 居酒屋道場 壱歩
所 在 地 米沢市門東町3-3-35ファーストビル2F
営業時間 PM5:55～PM11:55
定 休 日 月曜日
電話番号 0238-21-8891

かわしま通信限定クーポン
「かわしま通信を見た！」とお伝えください
おすすめの串あげ１本サービス!!

名 称 とんとんラーメン HONTEN
所 在 地 米沢市大字花沢674-12
営業時間 AM11:00～PM3:00、PM5:30～8:30
定 休 日 木曜日
電話番号 0238-21-0272

かわしま通信限定クーポン
「かわしま通信を見た！」とお伝えください
トッピングの煮玉子サービス!!

鈴木店長のオススメの一品!!

米沢牛のもつ鍋米沢牛のもつ鍋

上質な米沢牛のもつを使用。余分な油を
カットし、あっさりと食べられる一品。
女性のお客様にも大変好評です！

鈴木店長のオススメの一品!!

沢牛沢牛沢牛沢牛沢牛沢牛のののののののののののののの 鍋鍋つつ鍋もつももつ鍋つもも 鍋鍋鍋鍋鍋鍋鍋鍋鍋鍋ももももももももつつつつつ鍋つ鍋も 鍋鍋鍋鍋も 鍋もも 鍋鍋鍋鍋もつ鍋

上質な米沢牛のもつを使用。余分な油を上上質な米米沢牛ののもつを使用。余分なな油を
カットし、あっさりと食べられる一品。カット 、あっさりと食べられる一一品
女性のお客様にも大変好評です！女女性のおお客様にも大変変好評でです！好評

上質な米沢牛のもつを使用。余分な油を
カットし、あっさりと食べられる一品。
女性のお客様にも大変好評です！

締めの雑炊も最高です !!

にも大変好 です！にも大変好 です！様に様にもも大変大変変好変好評で評ですす！！好評評

締めの雑炊も
締
最高です !!

締めの雑炊も最高です !!980円一人前一人前 税
込

鈴木店長のオススメの一品!!
魚粉に頼らず数種類の煮干しと厳選した塩を
使用したタレを作りスープと合わせました。

鈴木店長のオススメの一品!!
魚粉に頼らず数種類の煮干しと厳選した塩を魚魚粉に頼頼らず数数種類の煮干しと厳選選した塩塩を類の煮

ープと合わせましたプと合わせました。使用したタレを使使用したタレを作たタレを作りスー
魚粉に頼らず数種類の煮干しと厳選した塩を
使用したタレを作りスープと合わせました。

ゆずこしょ
うは

お好みで♪
ゆずこしょ

うは

お好みで♪
ゆずこしょ

うは

お好みで♪ 730円一人前一人前

ゆず塩ラーメンゆず塩ラーメン
税
込

（クーポン有効期限：平成25年12月31日）

みんなであいべ !! ※「あいべ」とは…
　米沢弁で「行こう」の意味
※「あいべ」とは…
　米沢弁で「行こう」の意味
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　９月 15 日、米沢の酒蔵の一つである小嶋総本店 
東光の酒蔵さんの蔵開きに行ってきました。台風が近
づいていたため、天気はあいにくの雨でしたが、会場
はとても賑わっていました。
　最初に、社員の方に案内して頂きながら１階部分を
見学。普段目にすることのできない酒造りの機械など
はとても興味をひかれました。（発酵中のお酒なんて、
このような機会でもなければ見る事は出来ません ）
　お酒の試飲コーナーもあり、飲んでみておいしかっ
たお酒をその場で購入することもできました。
　屋台も出ていて、あちこちからいい匂いが！芋煮や
コロッケ・唐揚げ等ももちろん美味しかったのですが、
スタッフのおすすめは麹で作った甘酒と酒粕ミルクの
ジェラート。機会があればまた食べたいです。
　ステージイベントも盛り上がり、とても楽しい時間
を過ごしました。
　来年もぜひ行きたいです！　　　　　　（菅野・菊地）

　伝国の杜周辺で行われた「第 2 回なせばなる秋まつり」
に行ってきました。天気にも恵まれ、わくわくどきどきし
ながら会場をひとまわり。無料で遊べるコーナーでは、射
的やコマまわし・輪投げ・紙飛行機作りなどがあり、多く
の家族連れで賑わっていました。
　会場の中でひときわ賑わっていたのが、「よねざわどん
丼まつり」。1,000 円でチケットを購入後、食べたいどん
ぶり（1 つ 500 円・１つ 1,000 円もあり）を購入しいざ
試食！今回はスタッフ２人で３種類のどんぶりを選びまし
た。どれも美味しかったです。
　米沢時代行列・ぼっくい市・陶器市・米沢お宝博・草木
塔祭・ステージイベントなど楽しい催し物がたくさんあり、
充実した一日となりました。皆さんも、来年は楽しい秋ま
つりに足を運んでみてはいかがでしょうか。　（菊地・大淵）

レポ！おきたま
Report OKITAMA！

なせばなる秋まつり 2013.9.28（Sat.）・29（Sun.）

東光の酒蔵 蔵開き 2013.9.15（Sun.）

会場入口

試飲コーナーの様子

ぼっくい市

ふくしま八重隊の皆さん

Kawashima-Tsushin Nov.2013 Vol.26 05



の楽しさを体験していただこうと“印刷工
程体験会”として開催。各作業担当者が、
仕事の流れや工程・機械等の説明を行い、
お客様が楽しく分かりやすく体験できるよ

　10月19日に第３回オープンハウスを開
催しました。午前２回・午後２回の計４回
行われ、たくさんの方にお越しいただきま
した。今回は、お客様一人ひとりに物作り

　今年も年賀状の季節がやってまいりまし
た！2014年の年賀状は「かねたん」「和
柄」「米沢の四季」などカラフルできれい
な川島オリジナルデザインのものや、スタ

　当社のFacebookページが12月上旬に開設します。た
だいま、コンテンツの充実を図り着々と作成中です。
　ぜひ、「いいね！」を押してくださいね♪

うにサポート致しました。実際
にメモ帳・ノート（A4・B5）
を制作、製本作業を体験してい
ただき、普段は見えない印刷会
社の仕事が垣間見えたのではな
いかと思います。

ンダードな年賀状も多数取りそろえており
ます。また、今回新たに、写真フレーム付
き年賀状を始めました。ご結婚された方、
出産された方、お子様の成長をお知らせし
たい方…写真付き年賀状はいかがでしょう
か。他にはない特別な年賀状などもありま
すので、ぜひ当社へお声がけください。

株式会社川島印刷株式会社川島印刷
facebookページfacebookページ

ただいま準備中!!ただいま準備中!!

第３回オープンハウス開催

2014年 年賀状 ご注文受付開始

FacebookページがOPENします

早期割引 10％OFF!
11月29日までご注文のお客様
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　10月９日グランドホクヨウにて、米沢商
工会議所・米沢市主催優良商工従業員表彰
式と祝賀会が行われました。今年の受賞者
は下記の７名です。おめでとうございます！

　9月29日に恒例の芋煮会を行いました。
今年はご家族での参加がとても多くお子さ
んとのふれあいの時間を持つことができま
した。お子さんの体力に大人はついていく
のが精一杯。晴天には恵まれたのですが、
日陰に座ると肌寒く感じ、秋の訪れを実感
しました。

川合　　護（20年６ヶ月）
川合　礼子（20年６ヶ月）
菊地　美香（20年６ヶ月）
渡部　成年（20年４ヶ月）

澤村　優子（20年１ヶ月）
大淵　　藍（10年６ヶ月）
植野　浩二（10年１ヶ月）

受賞者と記念撮影

　初めまして！７月16日に入社しました、猫好きには定評
のある二宮です。（天然です）

　私はこれまでにもデザインの仕事に携わって色々な会社を見てきましたが、この川島印
刷の一番の長所は柔軟性だと思います。私たちが働くうえで、そしてもちろんお客様に対
しても柔軟な姿勢で臨機応変な対応ができることで、お互いに納得のいくいい仕事が出来
ると思います。
　またそれに欠かせないチームワークの良さもどの会社にも退けをとりません。これまで
の会社では、歯車として働いているという感覚が否めませんでしたが、この川島印刷では、
柔軟な姿勢や考えで仕事に取り組んでいけるのではないかと感じています。今後長いお付
き合いになると思いますが、よろしくお願いいたします。

新入社員紹介
営業企画部

二
にのみや

宮　幸
こ う き

紀 （38歳）

昭和50年１月27日生
Ａ型
趣味／猫、カレー、モンハン

優良商工従業員表彰式

2013年芋煮会開催
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　いよいよ秋も深まり食べ物が本当においしい季節になりましたね。ちょっとしたデザー
トに果物を食べる人も多いと思います。
　今回は秋から冬にかけての代表的な果物の効用を紹介します。

　秋は食べ物のおいしい季節です。また、
急激な気温・気候の変化で、体調を崩しや
すい時期でもあります。
　これから迎える冬を前に、この秋は美味
しい果物をたくさん食べて、寒さに負けな
い体づくりをしてみてはいかがでしょう
か？

風邪予防、ガン予防、むくみ解消、高
血圧予防、便秘解消に効果があります。
特に柿のタンニンが二日酔いに効くと
言われています。

高血圧予防、抗酸化作用、疲労回復、
虫歯予防、便秘解消、老化防止に効果
があります。1日1個のりんごは医者
を遠ざけると言い
伝えがあるほど、
栄養価が高い果物
です。

疲労回復、スタミナ増強、高血圧予防
に効果があります。骨を丈夫にするカ
ルシウム・貧血予防に役立つ銅・便通
を良くする食物繊
維は日本梨の２倍
と豊富です。山形
では「ラ・フラン
ス」が一般的。

【柿】かき

【林檎】りんご

【洋なし】ようなし

（参考：http://ouuuo.com/yasai/yasai12.html　野菜の成分効能ガイド　http://kenko.it-lab.com/shokuhin.php/316/  健康マトリックス）
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　今年の長く続いた夏の暑さも忘れるほど、めっきり寒くなってきまし
た。気候の変化で体調を崩してしまう人も…。気をつけないといけませんね。
秋は、美味しいものが豊富で、また行楽シーズンでもあるので楽しみがた
くさんあります。もうしばらくすると、空から雪が降ってきます。それま
でに短い“秋”を満喫しましょう。　　　　　　　　　　　　　　（渡部）

編集
後記

健康
プチ豆知識 知ってますか？

美味しい
秋の“くだもの”の効用


